
◆64 ビットネイティブ対応
　各種処理速度を高速化。ストレスのない使い心地を体感していただけます。（32bit 版では、従来と同じ処理速度となります。）
◆4 種類の VST プラグインを追加
　新たに Maximizer、RMS Compressor、PitchShift RT、6Band EQ の VST プラグインエフェクトを搭載。合計 25 種類のエフェク 
　トを収録します。
◎Maximizer
　設定値で圧縮処理した信号の出力レベルを持ち上げて全体の音量・音圧をアップさせます。
◎RMS Compressor
　RMS（実効値）によるレベル検出が可能なコンプレッサー。より自然な圧縮で音量のバラツキを小さくします。
◎PitchShift RT
　高品位にリアルタイムにピッチを調整できます。
◎6Band EQ
　最大 6 つの周波数帯に対して、Peaking、Lo Shelving、Hi Shelving、Lo Pass、Hi Pass の
　5 種類のイコライザで音質を調整します。

◆VST3 対応
◆無音部の挿入に新たな位置への挿入を追加
　カーソル位置／最後に加え、新たに分割マーカーと全てのマーカーに無音部の挿入をサポート。
◆CD 作成でプリギャップ（曲間）の設定が可能（Windows 版）
　新搭載の SPTI(SCSI Pass-Through Interface) を使用した CD 作成モードで
　は曲毎に異なるプリギャップ設定が可能。曲間のクロスフェード設定、オー
　トレベル機能で曲ごとにバラつきのある音量や音圧の自動調整、グラフィッ
　クイコライザでサウンドの調整などを行いオリジナリティ溢れる音楽 CD が
　作成できます。
　※SA-CD の作成には対応していません。
　※Macintosh 版でも同様に、曲毎に異なるプリギャップ設定や曲間のクロス
　　フェード設定、オートレベル機能で曲ごとにバラつきのある音量や音圧の
　　自動調整、グラフィックイコライザでサウンドの調整が行えます。
◆2GB を超える 4GB までの WAV（非圧縮 PCM）に対応
◆ID3v2.3（MP3）に対応

＜商品概要＞
オーディオファンが求めるサウンドクオリティとサウンドデザイン能力で応える高品位なサウンド編集ソフト。
Sound it! 8 Basic は、クリアなサウンドを提供する高品位なオーディオエンジンを搭載。
アナログサウンドのデジタル化に欠かせないレストレーションエフェクトやレコーディングの制作現場でも定評のある英国 Sonnox 社
製エフェクトなどプロフェッショナルクオリティのプラグインエフェクトを多数収録。各種ファイルフォーマット変更やマスタリング、
CD 作成はもちろんのこと、バッチ処理により複数ファイルへ複数操作・設定の一括処理や ACID ファイル制作などサウンドを自由に
操ります。
◆ノイズを除去しクリアなサウンドに
　世界中のプロフェッショナルなレコーディング現場でも高い評価を誇る英国 Sonnox 社製ノイズリダクションエフェクト 3 種類　
　（De-Buzzer、De-Clicker、De-Noiser）を搭載したレストレーション環境でアナログサウンド特有のノイズを除去しクリアなデジタ
　ルサウンドをご提供します。
◆多彩なエフェクトを搭載 
　合計 25 種類の VST プラグインエフェクトを収録。
◆VST2 ／ 3 プラグインエフェクト、AU 対応
　64 ビット版 VST や VST3 にも対応。Macintosh 版は AU にも対応しています。

◆充実の録音機能で高品位なオーディオコレクション
　マイク、レコードプレーヤー、カセットデッキ、ラジオなどのアナログサウンドをデジタルサウンドとして、DAT ／ MD ／デジタル
　放送などのサウンドをデジタルサウンドのまま録音可能。長時間録音、タイマー（予約）録音・タイムシフト録音など充実の機能を
　装備しています。
◆音楽 CD 作成
　新搭載の SPTI を使用した CD 作成モードで曲毎に異なるプリギャップ設定や曲間のクロスフェード設定、オートレベル機能で曲ご
　とにバラつきのある音量や音圧の自動調整、グラフィックイコライザでサウンドの調整などを行いオリジナリティあふれる音楽 CD
　が作成できます。
◆バッチ処理機能で、複数のファイルに複数の操作や調整を一括処理
　ゲイン、ノーマライズ、オートレベル、フォーマット変更、フェード・イン／アウト、ファイル変換などの複数の操作や設定を大量
　のオーディオファイルに対して一括処理が行えます。
◆楽曲制作用ループ素材や拡張 Podcast のデータも制作可能
　テンポ、拍子、ルート音などを設定して、ACID ファイルやまたアートワークと URL アドレスを埋め込める拡張 Podcast 用データ
　が作成できます。
◆メディアブラウザでスマートにオーディオファイルを管理
　ハードディスクにある Sound it! で扱える音声ファイルを管理。試聴やドラッグ & ドロップでファイルを開くことが可能。
◆さまざまなファイルフォーマットをサポート
◎音声ファイル形式：WAV、AIFF、MP3、WMA（Windows 版）、AAC、Ogg Vorbis、FLAC、Apple Lossless（Macintosh 版）、
　　　　　　　　　　CAF（Macintosh 版）、Next ／ Sun、PCM RAW Dat、Soundit File、3GP、3GP2 ほか
◎ムービーファイル（WMV、MP4）の音声トラック（読み込みのみ）
◎MIDI ファイル：内蔵の Roland VSC の音色で音声データに変換。
　　　　　　　　　（Macintosh 版は QuickTime Music の音色で音声データに変換。）
◎CD リッピング：音楽 CD を WAV ／ MP3 ／ WMA（プロ／ VBR ／ロスレス）として読み込み可能。CD データベースにも対応。

◎8 ／ 16 ／ 24bit 
◎STEREO/MONO
◎4 ／ 8 ／ 11 ／ 16 ／ 22 ／ 24 ／ 32 ／ 44.1 ／ 48 ／ 96 ／ 192kHz

◆その他
◎64Bit ネイティブ対応
◎Windows7 以降のタッチパネルでは、エディットウィンドウの波形をタッチ操作で拡大・縮小・移動が可能

※Sonnox について
　Sonnox は、業務用コンソールの技術をスケールダウンすることなくプラグイン化したソフトウェアを開発しています。
　Sonnox Oxford プラグインでは、数千万円の Oxford コンソールで追求されたクオリティをプラグインで実現し、世界中の厳しいレ
　コーディングエンジニアから高い評価を得ています。
※Windows 版と Macintosh 版は対応ファイル形式など一部仕様が異なります。ご注意ください。
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Sound it! 8 Basic for Windows ／ Macintosh 発売のご案内

　株式会社インターネット（代表取締役：村上昇）は、2018 年 1 月 18 日（木）にサウンド編集ソフト『Sound it! 8 Basic for 
Windows』ならびに『Sound it! 8 Basic for Macintosh』（いずれもダウンロード版）を発売します。

「Sound it! 7 Basic for Windows」から『Sound it! 8 Basic for Windows』へは無償あるいは有償でのアップグレードを実施します。
※Macintosh 版に Sound it! 7 Basic はございません。

　　  ◉商品名　　　　　 ： Sound it! 8 Basic for Windows
　　  ◉販売形態　　　　 ： ダウンロード版
　　  　　　　　　　　　　※Sound it! 7 Basic for Windows（パッケージ版）は継続販売。
　　  ◉標準価格　　　　 ： 7,000 円（税込 7,560 円）
　　  ◉ホームページ　　 ： http://www.ssw.co.jp/products/sit/win/sit8basic/
  ----
　　  ◉商品名　　　　　 ： Sound it! 8 Basic for Macintosh
　  ◉販売形態　　　　 ： ダウンロード版
　  ◉標準価格　　　　 ： 7,000 円（税込 7,560 円）
　　  ◉ホームページ　　 ： http://www.ssw.co.jp/products/sit/mac/sit8basic/
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------
　  ◉発売日　　　　　 ： 2018 年 1 月 18 日（木）

＜Sound it! 7 Basic for Windows から無償あるいは有償アップグレード＞
Sound it! 7 Basic for Windows からバージョン 8 へ無償あるいは有償でアップグレードしていただけます。
◆条件
　◎有償アップグレード：
　　Sound it! 7 Basic for Windows の最初のアクティベーションを 2017 年 11 月 30 日以前に実施された方。
　　オンラインサポートセンターより有償にてお求めいただけます。
　◎無償アップグレード
　　・Sound it! 7 Basic for Windows の最初のアクティベーションを 2017 年 12 月 1 日以降に実施された方。
　　・Sound it! 7 Basic for Windows（パッケージ版）は、2018 年 1 月 18 日以降も継続販売。
  　　ユーザー登録後、バージョン 8 へ無償アップグレードしていただけます。
◆ご提供方法
　バージョン 8 のアップグレードプログラムは弊社ホーム
　ページの オンラインサポートセンターからダウンロー
　ドでご提供。Sound it! 7 Basic for Windows 通常パッ
　ケージ版、ダウンロード版、ガイドブック付きの全ライ
　ンナップが対象です。

＜Sound it! 8 Basic for Windows の新機能＞
Sound it! 7 Basic for Windows からの新機能です。　
※Macintosh 版に Sound it! 7 Basic はございません。
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　は曲毎に異なるプリギャップ設定が可能。曲間のクロスフェード設定、オー
　トレベル機能で曲ごとにバラつきのある音量や音圧の自動調整、グラフィッ
　クイコライザでサウンドの調整などを行いオリジナリティ溢れる音楽 CD が
　作成できます。
　※SA-CD の作成には対応していません。
　※Macintosh 版でも同様に、曲毎に異なるプリギャップ設定や曲間のクロス
　　フェード設定、オートレベル機能で曲ごとにバラつきのある音量や音圧の
　　自動調整、グラフィックイコライザでサウンドの調整が行えます。
◆2GB を超える 4GB までの WAV（非圧縮 PCM）に対応
◆ID3v2.3（MP3）に対応

＜商品概要＞
オーディオファンが求めるサウンドクオリティとサウンドデザイン能力で応える高品位なサウンド編集ソフト。
Sound it! 8 Basic は、クリアなサウンドを提供する高品位なオーディオエンジンを搭載。
アナログサウンドのデジタル化に欠かせないレストレーションエフェクトやレコーディングの制作現場でも定評のある英国 Sonnox 社
製エフェクトなどプロフェッショナルクオリティのプラグインエフェクトを多数収録。各種ファイルフォーマット変更やマスタリング、
CD 作成はもちろんのこと、バッチ処理により複数ファイルへ複数操作・設定の一括処理や ACID ファイル制作などサウンドを自由に
操ります。
◆ノイズを除去しクリアなサウンドに
　世界中のプロフェッショナルなレコーディング現場でも高い評価を誇る英国 Sonnox 社製ノイズリダクションエフェクト 3 種類　
　（De-Buzzer、De-Clicker、De-Noiser）を搭載したレストレーション環境でアナログサウンド特有のノイズを除去しクリアなデジタ
　ルサウンドをご提供します。
◆多彩なエフェクトを搭載 
　合計 25 種類の VST プラグインエフェクトを収録。
◆VST2 ／ 3 プラグインエフェクト、AU 対応
　64 ビット版 VST や VST3 にも対応。Macintosh 版は AU にも対応しています。

◆充実の録音機能で高品位なオーディオコレクション
　マイク、レコードプレーヤー、カセットデッキ、ラジオなどのアナログサウンドをデジタルサウンドとして、DAT ／ MD ／デジタル
　放送などのサウンドをデジタルサウンドのまま録音可能。長時間録音、タイマー（予約）録音・タイムシフト録音など充実の機能を
　装備しています。
◆音楽 CD 作成
　新搭載の SPTI を使用した CD 作成モードで曲毎に異なるプリギャップ設定や曲間のクロスフェード設定、オートレベル機能で曲ご
　とにバラつきのある音量や音圧の自動調整、グラフィックイコライザでサウンドの調整などを行いオリジナリティあふれる音楽 CD
　が作成できます。
◆バッチ処理機能で、複数のファイルに複数の操作や調整を一括処理
　ゲイン、ノーマライズ、オートレベル、フォーマット変更、フェード・イン／アウト、ファイル変換などの複数の操作や設定を大量
　のオーディオファイルに対して一括処理が行えます。
◆楽曲制作用ループ素材や拡張 Podcast のデータも制作可能
　テンポ、拍子、ルート音などを設定して、ACID ファイルやまたアートワークと URL アドレスを埋め込める拡張 Podcast 用データ
　が作成できます。
◆メディアブラウザでスマートにオーディオファイルを管理
　ハードディスクにある Sound it! で扱える音声ファイルを管理。試聴やドラッグ & ドロップでファイルを開くことが可能。
◆さまざまなファイルフォーマットをサポート
◎音声ファイル形式：WAV、AIFF、MP3、WMA（Windows 版）、AAC、Ogg Vorbis、FLAC、Apple Lossless（Macintosh 版）、
　　　　　　　　　　CAF（Macintosh 版）、Next ／ Sun、PCM RAW Dat、Soundit File、3GP、3GP2 ほか
◎ムービーファイル（WMV、MP4）の音声トラック（読み込みのみ）
◎MIDI ファイル：内蔵の Roland VSC の音色で音声データに変換。
　　　　　　　　　（Macintosh 版は QuickTime Music の音色で音声データに変換。）
◎CD リッピング：音楽 CD を WAV ／ MP3 ／ WMA（プロ／ VBR ／ロスレス）として読み込み可能。CD データベースにも対応。

◎8 ／ 16 ／ 24bit 
◎STEREO/MONO
◎4 ／ 8 ／ 11 ／ 16 ／ 22 ／ 24 ／ 32 ／ 44.1 ／ 48 ／ 96 ／ 192kHz

◆その他
◎64Bit ネイティブ対応
◎Windows7 以降のタッチパネルでは、エディットウィンドウの波形をタッチ操作で拡大・縮小・移動が可能

※Sonnox について
　Sonnox は、業務用コンソールの技術をスケールダウンすることなくプラグイン化したソフトウェアを開発しています。
　Sonnox Oxford プラグインでは、数千万円の Oxford コンソールで追求されたクオリティをプラグインで実現し、世界中の厳しいレ
　コーディングエンジニアから高い評価を得ています。
※Windows 版と Macintosh 版は対応ファイル形式など一部仕様が異なります。ご注意ください。

■当ご案内に関する読者・視聴者様ほか一般の方からのお問合せ先
株式会社インターネット
〒532-0011 大阪市淀川区西中島 7-1-5　TEL 06-6309-1002 ／ FAX 06-6309-1004　URL http://www.ssw.co.jp/
お問合せ http://www.ssw.co.jp/q/

NEWS RELEASE
情報解禁日：即日解禁  

      
報道関係者　各位

Sound it! 8 Basic for Windows ／ Macintosh 発売のご案内

　株式会社インターネット（代表取締役：村上昇）は、2018 年 1 月 18 日（木）にサウンド編集ソフト『Sound it! 8 Basic for 
Windows』ならびに『Sound it! 8 Basic for Macintosh』（いずれもダウンロード版）を発売します。

「Sound it! 7 Basic for Windows」から『Sound it! 8 Basic for Windows』へは無償あるいは有償でのアップグレードを実施します。
※Macintosh 版に Sound it! 7 Basic はございません。

　　  ◉商品名　　　　　 ： Sound it! 8 Basic for Windows
　　  ◉販売形態　　　　 ： ダウンロード版
　　  　　　　　　　　　　※Sound it! 7 Basic for Windows（パッケージ版）は継続販売。
　　  ◉標準価格　　　　 ： 7,000 円（税込 7,560 円）
　　  ◉ホームページ　　 ： http://www.ssw.co.jp/products/sit/win/sit8basic/
  ----
　　  ◉商品名　　　　　 ： Sound it! 8 Basic for Macintosh
　  ◉販売形態　　　　 ： ダウンロード版
　  ◉標準価格　　　　 ： 7,000 円（税込 7,560 円）
　　  ◉ホームページ　　 ： http://www.ssw.co.jp/products/sit/mac/sit8basic/
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------
　  ◉発売日　　　　　 ： 2018 年 1 月 18 日（木）

＜Sound it! 7 Basic for Windows から無償あるいは有償アップグレード＞
Sound it! 7 Basic for Windows からバージョン 8 へ無償あるいは有償でアップグレードしていただけます。
◆条件
　◎有償アップグレード：
　　Sound it! 7 Basic for Windows の最初のアクティベーションを 2017 年 11 月 30 日以前に実施された方。
　　オンラインサポートセンターより有償にてお求めいただけます。
　◎無償アップグレード
　　・Sound it! 7 Basic for Windows の最初のアクティベーションを 2017 年 12 月 1 日以降に実施された方。
　　・Sound it! 7 Basic for Windows（パッケージ版）は、2018 年 1 月 18 日以降も継続販売。
  　　ユーザー登録後、バージョン 8 へ無償アップグレードしていただけます。
◆ご提供方法
　バージョン 8 のアップグレードプログラムは弊社ホーム
　ページの オンラインサポートセンターからダウンロー
　ドでご提供。Sound it! 7 Basic for Windows 通常パッ
　ケージ版、ダウンロード版、ガイドブック付きの全ライ
　ンナップが対象です。

＜Sound it! 8 Basic for Windows の新機能＞
Sound it! 7 Basic for Windows からの新機能です。　
※Macintosh 版に Sound it! 7 Basic はございません。


